
新水道事業ビジョンの策定にあたって 

厚生労働省は平成25年 3月にこれまでの水道ビジョンを改定するのではなく、来るべき時代に求め

られる課題に挑戦するため、新しいビジョン「新水道ビジョン」を公表しました。この｢新水道ビジョ

ン｣では、これまでの国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも享受できるよう今か

ら 50 年、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具体化するた

め、当面の間に取り組むべき事項、方策が示されました。 

本市においても水道事業運営の指針となる「伊達市水道ビジョン（旧ビジョン）」を平成 19 年度に

策定しましたが、位置付けとして「伊達市水道ビジョン」は、将来にわたって安全で良質な水道水を安

定して供給していくとともに、利用者の満足と信頼を得られる持続可能な水道事業を進めていくための

計画として平成20年度～平成30年度の概ね10年間における水道事業運営の課題を明確にし、今後

の水道事業の目指すべき方向性を示すものでした。 

しかし、人口減少と少子高齢社会が同時に進行する厳しい時代に突入する中、平成23年 3月には東

日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生し、本市にも極めて深刻な影響を及ぼしま

した。このような状況下、平成21年 3月に策定した「伊達市水道事業基本計画」を基に、安全で良質

な水道水を将来にわたって安定して供給し続けるため、現状の課題を把握するとともに、今後の目指す

べき方向を明らかにする「伊達市新水道事業ビジョン（新水道事業ビジョン）」を策定することになり

ました。新水道事業ビジョンでは、水道事業の現状と課題、水需要の見通し等を踏まえて、将来の方向

性を示す基本方針を明確にすることによって、今後 50 年後を見据えた上で、平成 28 年度から平成

37年度までの10年間の水道事業経営に関する施策目標を定め、今後の水道づくりの指針として示し

ます。  
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水道事業の概要 

本市の水道事業は、旧梁川町において昭和 32 年に給水開始しました。その後、旧保原町、旧伊達

町、旧霊山町に水道事業として給水開始しました。また旧月舘町では、昭和 46 年から簡易水道とし

て給水を行ってきました。 

給水開始以降、それぞれの水道事業・簡易水道事業で拡張・統合を行ってきましたが、平成18年1

月の市政の合併に伴い、旧 4 町の水道事業を統合し「伊達市水道事業」となりました。その後、平成

25年 3月に簡易水道を統合しました。

平成25年11月から給水量の

全量を福島地方水道用水供給企

業団から受水しています。 

市内には、受水地点が9箇所あ

ります。 

開始年月 認可年月 計画給水人口 摘 要

旧梁川町 昭和32年5月 昭和30年2月 11,000人 簡易水道(五十沢 東大枝) 平成25年3月 上水道 統合

旧保原町 昭和33年4月 昭和33年3月 10,000人

旧伊達町 昭和36年4月 昭和33年12月 9,000人

旧霊山町 平成11年4月 平成11年3月 7,400人
昭和38年6月掛田簡易水道給水開始
平成2年5月北部簡易水道給水開始
平成11年4月  上水道 

旧月舘町
(簡易水道) 昭和46年4月 昭和44年3月 4,400人 平成25年3月 上水道 統合

開始年月 認可年月 計画給水人口 摘 要

伊達市 平成18年1月 平成18年1月 66,600人 市町村合併 事業の全部譲受け

伊達市 平成25年4月 平成25年3月 58,200人 区域拡張及 簡水統合（月舘 梁川）   変更認可

伊達市 平成29年4月 平成27年2月 57,700人 変更認可届出（霊山町上小国地区）

水道事業の沿革

市町村合併



水需要の見通し 

伊達市の水道事業が目指すべき方向 

給水人口は、平成 18 年度の 59,357 人をピークに減少傾向となり、東日本大震災により更に減少

し、平成 26 年度には 55,788 人となっています。今後もこの微減が継続するものと考えられ、平成

37年度は50,176人、平成77年度には25,708人と半減する予測となっています。 

また、一日平均給水量も給水人口の減少に伴い、現状よりも少なくなると見込まれ、平成37年度に

は14,150ｍ3/日、平成77年度には8,058ｍ3/日になると推計されました。 

今回のビジョン見直しにおいては、平成27年度に策定された伊達市第２次総合計画で新たに示され

た将来都市像“健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷 伊達市”を具現化することを目指し、利

用者（市民）の満足と信頼を得られる持続可能な水道事業の実現に向けて、利用者の視点から水道事業

を見つめ、常に質の高いサービスを提供し続けることが大切と考えます。 

このことから、今後の事業運営は『健幸都市を支え続ける安全・安心な水道』を基本理念として

掲げ、その実現に向けて努めていきます。 

本市水道の将来像として、国の新水道

ビジョンでうたわれている３つの視点を

踏まえて、水道の布設に拘らない多様な

手法による飲用水の確保に努め、拡張事

業から更新事業へ移行し、健全な水道事

業経営を目指し、次の3つの基本方針を

掲げ、施策の推進を図っていきます。 

＜平成 26年度＞ 

給水人口  ：55,788 人 

平均給水量：16,510 m3/日 

＜平成 37年度＞ 

給水人口  ：50,176 人 

平均給水量：14,150 m3/日 

＜平成 77年度＞ 

給水人口  ：25,708 人 

平均給水量：8,058m3/日 



水道事業の現状における問題点と課題 

現況分析、アンケート調査等の結果を踏まえ、本市水道事業が抱える問題を抽出し、課題として整理

すると、以下のようになります。 



新水道事業ビジョンにおける基本理念と施策の体系 

『健幸都市を支え続ける安全・安心な水道』の実現に向け、新水道事業ビジョンにおける主要な施策は以下の通り掲げます。

新水道事業ビジョンで示した施策を確実に実施していくために、以下の点に留意して事業運営に取り組みます。 

①ＰＤＣＡサイクルに基づき、継続的に改善を図りながら、効果的・効率的に事業を運営します。 

②新水道事業ビジョンは、変化する事業環境に対応するために、計画期間の中間であっても財政事情や必要に応じて見直しを検討します。 

維持：現在も行っている取り組み

短期：概ね5年以内を目標とする

中期：概ね5～10年を目標とする

長期：概ね10年以降を目標とする



 摺上川ダム整備及び平成15年から暫定給水を開始した
すりかみ浄水場からの受水に合わせて合併前の旧町にお
いて受水池・配水池を同時期に順次整備してきており、平
成26年度からの全量受水へ対応するためや給水区域の拡
張により施設をさらに整備。そのため、水道施設については
喫緊に更新の必要となる対象施設はない。 

 人口減少や保有資産の大量更新期の到来に向けて、将来的に安定したサービスを提供するため総務省は経済・財政再生計画の期限である平成32年度までに公営企
業体に対し「投資・財政計画」を盛り込んだ「経営戦略」策定を要請。特に平成30年度までの間については集中的に推進。 

伊達市新水道事業ビジョン追補版 伊達市水道事業投資・財政計画 概要版        ～健幸都市を支え続ける安全・安心な水道～ 
 

平成29年3月 伊達市上下水道部 

 現在の管路総延長は614㎞。布設後40年を超える老朽
管の割合は2.3％と多くはないが、長期的に見ると昭和60
年代以降にピークを迎えた管路布設分の計画的な更新が
必要となってくる。 

（１）企業債残高の推移 

 企業債残高は企業債の発行抑制等に努め、合併時から
14億円減少（20％減少）。給水人口一人当たりの企業債
残高は109,153円(平成27年度末)。 

（２）資金残高の推移 

 上水道の事業活動に必要な資金残高については合併時
より減少。水源統一化や拡張事業等で一時的に大きく減少
しましたが、中期的には一定程度の水準を保っている。 

長期的に施設や管路の更新時期を展望した場合、更新に
は多額の資金が必要。人口減少が進行する中で、その資
金の確保のために企業債の活用と資金残高のバランスを図
りながら、事業経営に取り組む必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「伊達市新水道事業ビジョン」を基本とした取組に係る目標を設定し、その目標達成に向けた投資試算と投資に見合う財源の考え方を「投資・財政計画」として示し、「伊
達市新水道事業ビジョン」に追補し、「伊達市新水道事業ビジョン」と「投資・財政計画」を合わせて本市水道事業の「経営戦略」として位置付け。 

 今後50年程度の長期的な事業経営を展望した上で、「伊達市新水道事業ビジョン」の計画期間である平成28年度から平成37年度までの10年間。 

 構造物及び設備については、平成37年度には経年化資産の割合は20%程度。そのうち老朽化資産の割合は12%。平
成78年度には経年化資産の割合は90%超、そのうち約30%が老朽化資産となる見込み。平成78年度までに構造物及び
設備を法定耐用年数で更新する場合の総事業費は現在資産額換算で約48億円程度が必要。 

 管路については、平成37年度には管路総延長の17%が経年化管路となる。平成68年度には全ての管路が法定耐用年
数を超え、平成78年度には78％が老朽化資産になる。本市の管路更新率の現状が0.8％程度であり、このままの現状が
続くとすべての管路更新には125年程度かかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮に更新をしない場合の施設の健全性 

仮に更新をしない場合の管路の健全性 

 施設全体的に見ると、計画期間の平成37年度までは大きな施設更新事業は必要ないが、長期
的に見ると、今後は維持管理、施設更新に向けた準備が必要である時代に移行していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１）投資計画の目標設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設整備投資の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）投資以外の経費の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標項目 現状 前期（H29～H31） 中期（H32～H34） 後期（H34～H37） 

施設更新計画 なし 資料・情報収集・調査 計画策定 実施 

管路更新率 0.80％ 1.09％ 1.38％ 1.67％ 

有収率 87.8％ 91.4％ 93.2％ 95.0％ 

施設利用率 71.8％ 71.8％ 71.8％ 71.8％ 

管路耐震適合率 87.6％ 88.4％ 89.2％ 90.0％ 

石綿セメント管の割合 5.1％ 4.0％ 2.62％ 0.95％ 

区分 考え方 具体的指標等 

職員給与費 組織体制の見直しや研修等による人材育成を図りながら、水
道施設の大量更新に備え現状維持。 

平成27年度実績値維持 

動力費 霊山町小国地区拡張更新事業による動力費増加を考慮し、現
状よりも増加傾向で見込。 

直近5年間の配水量1㎥ 当たりの動力費
平均額×各年度の見込み配水量＋5％ 

修繕費 施設及び管路について耐用年数を原則として法定耐用年数の
1.5倍に設定するため、長寿命化の取組として適切な維持・管
理、修繕を強化するための増加を加味して試算します。 

直近5年間の修繕費平均額＋5％ 

受水費 水道用水を供給する福島水道用水供給企業団等と受水単価
の低廉化や料金統一化に向けた協議、取り組みを強化します。
ただし、試算上においては設定する単価を安全ベースで見込
み、平成30年度までは拡張工事に伴う上昇傾向とし、その後は
供給量が減少するものの、受水量は同水準として試算します。 

基本料金＝360,924千円 
従量料金＝38円/㎥  

委託料等 業務委託の見直し、追加を検討するが、現行の委託業務形態
を当面継続することを前提に現状維持で試算 

平成27年度実績値維持 

減価償却費 
資産減耗費 

これまでの施設整備や今後想定される更新事業の事業費から
試算します。 

実績予測値 

支払利息 平成28年度以降の借入れ分利息については1.4％で試算。（30
年償還5年据え置き） 

実績予測値 

霊山町小国地区拡張更新事業 

 

耐用年数を法定耐用年数の1.5倍を目途に本市施設の耐用年数に設定。 

 
耐震診断の結果を踏まえ、施設規模や影響範囲等を勘案し優先度を決定。 

 
前倒しを前提に事業の平準化による施設更新計画の検討 

石綿セメント管更新事業（月舘地区・保原地区） 管路延長約35㎞ 

 

優先度① 震災等からの復興・再生事業 

優先度② 石綿セメント管更新事業 

優先度③ 耐用年数に基づく更新(延命化) 

優先度④ 耐震診断に基づく更新 

優先度⑤ 事業規模・事業費の平準化 

総
合
的
に
検
討 

（１）財源の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（１）収益的収支  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入は他会計からの繰入の基準額がピークを迎え
るため平成30年度まで増加しますが、その後は水需
要の減少とともに減少します。 

支出は減価償却費・支払利息の減少により相対
的に減少します。 

収入が支出を上回り、収益も上昇傾向となり、料
金回収率も98.2％まで回復し将来の施設大量更新
に向けた準備期としてはバランスの取れた状況。 

経常収支比率は平成37年度で104.4％であり
100％は超えるものの厳しい経営環境が影響し高い
水準ではない。 

料金収入に対し、資本投資に係る経費の割合は、
平成30年度までは復興・再生事業の影響などにより
増加しますが、その後は減少傾向になり、50％～
40％の範囲内で落ち着く。 

将来の施設大量更新に向けた準備を整えるため
資本費の抑制を抑える時期にあります。 

区分 考え方 具体的指標等 

収
益
的
収
入 

料金収入 水需要が減少する中、水道加入の促進に努め高位推計で
の水量の予測と料金単価により試算。 

減価償却費や支払利息の減額により一定水準の収益が見
込めるため料金単価改定を行わず、将来の施設大量更新に
備える。 

有収水量(予測)×平成27年度
供給単価271.0円/㎥  

その他収益 下水道料金徴収負担金等。下水道料金徴収委託契約が継続
することを前提に直近の実績値で試算。 

平成27年度実績値維持 

補助金 簡易水道統合に伴う起債償還利子や一般会計からの補助金(
繰入金)を見込む。 

実績予測値 

その他営業外収益 
（加入金・雑収益） 

水道加入推進を図り加入金については現状維持。上下水道
料金システム負担金も現状同様で試算。 

平成27年度実績値維持 
※東京電力賠償金を除く 

資
本
的
収
入 

企業債 給水人口1人当たりの企業債残高水準を維持もしくは低減し

つつ、事業経営に必要な資金が確保できるよう現起債計画以
外の起債については事業費に対し概ね８０％の割合で借り入
れを検討。 

実績予測値 

他会計出資金 簡易水道統合に伴う起債償還元金や一般会計から補助金(操
出金)を操出基準に基づき見込。 

実績予測値 

国・県補助金 現状で活用できる国・県補助金をできる限り見込。 実績予測値 

工事負担金 各種道路改良事業や公共下水道事業、消火栓設置事業の工
事負担金を見込。 

直近5年間の負担金平均額 

適切な管路更新により有収率を向上させ収益性を高めるために管路の更新率を重視します。また、減少が
予測される水需要に対して有収率の向上の取組により施設利用率の維持に努めます。 

安心で安定した水道経営を目指すため、老朽管、特に石綿セメント管の布設割合を平成42年度に０％に
する長期目標であることを踏まえて管路耐震適合率を設定します。 

管路の整備に当たっては、東日本大震災・原子力災害からの復興・再生事業を最優先するとともに耐震性
の低い石綿セメント管や老朽管の更新に取り組み基幹管路の耐震率向上を目指す。計画的な管路更新の
実施により有収率低下の抑制を図るとともに、現在も行っている漏水調査を継続し調査結果の分析から重点
的に取り組むべき管路更新を実施。 

今後予測される急激な人口減少に伴う水需要の減少を見据えて、更新に当たっては、人口密度や使用水
量が低い地域などについては管路口径の縮小等のダウンサイジングを検討し、更新や維持管理費用の削減に
努めていく必要がある。 

 

水道料金については計画期間内において現在と同程度の収益の確保が見込めるため料金の改定は行わず、
将来の大量更新時代に向けた準備期間として料金水準維持に努める。 

企業債については給水収益の3倍程度の範囲において、給水人口1人当たりの企業債残高の水準を現状よ
りも減らしながら、資金の積み増しが出来うる程度に起債割合を検討し不足する財源を賄うよう設定。 



 
 投資･財政計画においては、計画期間である平成37年度までは安定した経営が見込めるが、長期的には経営環境
が厳しくなることが予想されることから、新水道事業ビジョンに示した取り組みの他に、さらなる経営の効率化・健全化
に向けた取り組みを検討する必要がある。 

                  
(1)広域化について 
 本市は、福島地方水道用水供給企業団事業に参加し、用水供給を受けることで広域的な水源確保や施設整備に
取り組んできた。 
 今後も、施設管理や水質管理等の連携の強化のほか、他自治体との情報交換や事業統合、事業連携等による広
域化に向けた共同研究などに取り組み、出来ることから連携を重ねていくことも検討する必要がある。 
 
(2)用水の受水単価をめぐる状況の改善に向けた取り組みについて 
 新水道事業ビジョンでも示した通り、本市の水源は企業団からの受水が100%であり、受水費が収益的経費に占め
る割合は低くない。増加が見込めない料金収入に対して、経費の削減は最も経営健全化に効果が上がる要因となり
ますので、経費の多くを占める受水費については今後も受水単価の低廉化、料金統一化に向け、要望、協議を継続。 
 しかしながら、受水に係る費用(受水単価)については企業団全体の課題でもあり、市の努力のみでは改善出来うる
ものではない。 
 将来的には国等の関与、支援等も必要であるとの認識に立った取り組みを検討。 
 
(3)民間の資金・ノウハウの活用について 
 検針業務等の委託や職員数の削減、業務改善によるコストの縮減に取り組んでいる 
 将来的には水道使用者へのサービス水準の維持向上を念頭に、委託内容の見直しや非常時対応などもあわせた
業務の包括化、性能発注方式などの検討、民間事業者との連携（PPP/PFI）の導入についての検討も取り組むことが
必要。 
 
(4)一般会計からの操出金について 
 現在、水道事業会計は一定の繰出基準により必要な額を一般会計から繰入れて事業を進めている。 
これまで、平等なサービスの提供を目指し人口密度の低い地域への拡張事業や復興・再生事業を進めているが、比
較的収益性が低い地域への整備は今後の経営環境に影響を与えかねない。 
 しかし、公営企業の本旨である独立採算制を基本とし、不足する財源を無闇に一般会計に頼ることのないよう努力
しながら、繰出金のあり方などを検討するために一般会計部門との協議が必要です。 
 
(5)未利用施設の有効活用について 
 水源の統一により未利用となった水源地等の施設については、防災の観点等から緊急用の資材倉庫などへの活用
を図ってきているが、維持管理経費の削減や処分による収入の確保に向けて、売却や民間活用、借地の返却を含
めた有効活用を図る。 
 処分の検討にあたっては施設・敷地・資産等の調査を行い、それぞれの状況に応じた処分の方向性を検討する必
要がある。 
 また、処分が困難な施設・資産については、用途替えや有効活用による付帯事業の実施などの検討も視野に、あら
ゆる手段で健全経営に向けた取り組みを考える必要がある。 
 
(6) その他の取組について 
 これまでは整備した施設・管路等について今後はその維持管理・更新に膨大な費用がかかることが予測される。健
全経営に向け効率化等の努力に取り組む必要がありますが、多額の更新等の費用を確保するためには、これまで施
設整備してきたのと同じように、国や県からの財政支援が不可欠であるため、補助メニューの拡充や要件緩和等につ
いて引き続き要望を重ね、財源確保に努める。 
 また、水道未普及地における安全な地下水の有効活用に向けて、地下水調査や水質試験等の支援について県等
の機関との調整を検討。 
 

                                                
 本市水道事業は当面、内部留保資金を活用しながら経営を行うことで、料金改定を行わなければならない状況で
はないが、将来的には赤字の発生が見込まれるため、適切な料金水準と料金体系を検討しておくことが今後必要。 
 料金回収率は、平成37年度までは90％を超えた高い水準で推移する見込み。しかし、将来予想される施設等の
大量更新にかかる費用を料金とバランスの取れた企業債の借入や内部留保資金だけで賄うことは到底困難であるこ
とから、減価償却や資産の維持管理費を見込んだ原価計算による料金水準（料金改定率）を検討することが必要と
なってきます。 
 料金水準の検討に当たっては、水道使用の実態を踏まえて、 
    ①現在の用途別・口径別料金体系 
    ②基本料金(給水戸数や基本水量の状況) 
    ③基本料金と従量料金（超過料金）の比率 
などの適切性を合わせて検討し、今後の水需要の減少を勘案し、持続可能な事業経営に対応した料金体系を検討
することが必要。 

（３）企業債残高及び資金残高  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）収益的収支  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）資本的収支 

  

 

収益的収支は、人口減少や節水機器の普及
による水需要の減少に伴い給水収益は大幅に減
少しますが、本市の施設・管路は比較的新しいこ
とに加え、技術の進歩に伴い適切な維持管理に
努め耐用年数・更新時期を見直し投資を抑制す
ることで、平成41年度までは黒字の維持が可能
な状況。  

しかし、その後も給水収益は減少し続け、施設
の大量更新期と重複し、減価償却費増加や支
払利息の増加等により、将来的には収益と収支
のバランスは取れなくなる。 

資本的収支は、施設の大量更新をある程度の
企業債の活用や内部留保資金を活用し、継続し
て実施しなければならない。 

長期的に見ると、このまま料金改定を行わず、
資金不足を企業債や内部留保資金で手当しな
がら経営を続けた場合、平成51年度には資金が
マイナスになり経営成り立たない状況。 

今後、事業費の約80%を企業債による収入でまかないますが、給水人口1人当たりの企業債残高の水準
は現状よりも低く抑えることができる。世代間の負担の公平性を保ちつつ将来の施設大量更新期に備えること
ができる状況です。 

資金残高は平均して4.6臆円を確保できます。 しかし、将来の施設大量更新期の事業費を資金のみで
賄うには厳しい状況にあります。 

このままの状況が継続すると仮定した場合、計画期間においては収支均衡した状態が続きますが、計画期
間後5年程度で収益は赤字になりその後10年程度で経営が成り立たない危機的な状況に陥ることが予想さ
れる。 



 


